
難関国公立・有名私大対策講座

前期課程受講案内書
（７月～10月）

理 系

文 系

　名校志向塾オンライン講座では、個別試験対策に特化した「志望校別・学部別コース」を
設定しています。小論文や特別選抜などの受験対策ノウハウを系統的・段階的に伝授します。
難関大入試で求められる「真の実力」を、着実に付けていきます。

※原則的に５名程度までの少人数指導を行います。

海外の受験生を対象にした、日本の難関大学を目指す対策コースのご案内です。
志望校合格に向けて、来日前に一気に準備を整えましょう！



１ 文系／理系共通

志望理由書コースＩ期～Ⅳ期
面接指導（一般）コースＩ期～Ⅳ期

（Ⅰ期～Ⅳ期の内容は同じです。）
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■志望理由書コース■
ベテランの先生から直接アドバイスが受けられるレッスン�

良い志望理由書とは？
自分の個性をアピールするために必要なものは？
先輩たちの添削例とベテランの先生による指導で様々な視点を
取り入れ、志望理由書の基本構成・書き方・文章表現などを
覚えよう。

志望理由書コースＩ期� 講座コード　00-1

週２時間（土 14：00―16：00）／ 計４時間

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 志望理由の書き方 7/10 土

2 志望理由の書き方 7/17 土

◎申込締切 7/3
◎受講料 　添削なし20,000円� 添削あり25,000円（６回まで）

志望理由書コースⅡ期� 講座コード　00-2

週２時間（土 14：00―16：00）／ 計４時間

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 志望理由の書き方 8/7 土

2 志望理由の書き方 8/14 土

◎申込締切 7/31
◎受講料 　添削なし20,000円� 添削あり25,000円（６回まで）

志望理由書コースⅢ期� 講座コード　00-3

週２時間（土 14：00―16：00）／ 計４時間

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 志望理由の書き方 9/4 土

2 志望理由の書き方 9/11 土

◎申込締切 8/28
◎受講料 　添削なし20,000円� 添削あり25,000円（６回まで）
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志望理由書コースⅣ期� 講座コード　00-4

週２時間（土 14：00―16：00）／ 計４時間

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 志望理由の書き方 10/2 土

2 志望理由の書き方 10/9 土

◎申込締切 9/26
◎受講料 　添削なし20,000円� 添削あり25,000円（６回まで）

■面接指導（一般）コース■
文系面接と理系面接の違いと注意点を伝授�

文系学部の面接では、志望理由を中心とした質問が多いが、理
系学部の面接では口頭質問の場合が多い。両者の共通点と相違
点に着目しながら、徹底した面接練習をして準備を整えよう。

大学入試面接の流れとコツを押さえる�

面接ガイダンス、入退室・着席のマナー、面接についての考え方、
よく聞かれる質問、面接官に伝わるエピソードの話し方などを
丁寧にプロの先生が教える。

面接指導（一般）コースⅠ期� 講座コード　01-1

週１時間（土 14：00―16：00）／ 計４時間

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 面接対策授業 7/24 土

2 面接対策授業 7/31 土

◎申込締切 　 7/17�� ◎受講料 　10,000円
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面接指導（一般）コースⅡ期� 講座コード　01-2

週１時間（土 14：00―16：00）／ 計４時間

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 面接対策授業 8/21 土

2 面接対策授業 8/28 土

◎申込締切 　 8/14�� ◎受講料 　10,000円

面接指導（一般）コースⅢ期� 講座コード　01-3

週１時間（土 14：00―16：00）／ 計４時間

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 面接対策授業 9/17 土

2 面接対策授業 9/25 土

◎申込締切 　 9/10�� ◎受講料 　10,000円

面接指導（一般）コースⅣ期� 講座コード　01-4

週１時間（土 14：00―16：00）／ 計４時間

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 面接対策授業 10/16 土

2 面接対策授業 10/23 土

◎申込締切 　 10/9 � ◎受講料 　10,000円



２ 文系

早稲田大学文系コース
上智大学文系コース

学習院大学文系コース
明治大学文系コース
中央大学文系コース

青山学院大学文系コース
有名私大文系コース
立教大学文系コース
関西大学文系コース

関西学院大学文系コース
法政大学文系コース
同志社大学文系コース
立命館大学文系コース
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早稲田大学文系コース

◎受講料 １講座につき　40,000円
 全講座受講� 100,000円

日本語（独自試験） 必要学部：政治経済� 講座コード　02-1

週２時間（月・火 19：00―21：00）／ 計 12時間
回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 読解、図表（基本） 7/5 月

2 記述解答（基本） 7/6 火

3 過去問題　2015-2016 7/12 月

4 過去問題　2017-2018 7/13 火

5 過去問題　2018-2020 7/19 月

6 予想問題（総括） 7/20 火

◎一次締切 　6/21� ◎二次締切 　6/28

小論文Ｂ 必要学部：法、商、教育（一部）� 講座コード　02-2

週 1.5 時間（水・金 19：00―20：30）／ 計９時間
回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 小論文の基礎 7/7 水

2 要約練習 7/9 金

3 過去問題　2015-2016 7/14 水

4 過去問題　2017-2018 7/16 金

5 過去問題　2018-2020 7/21 水

6 予想問題（総括） 7/23 金

◎一次締切 　6/23� ◎二次締切 　6/30
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早稲田大学文系コース

◎受講料 １講座につき　40,000円
 全講座受講� 100,000円

過去問題・予想問題で入試傾向を見抜く�

早大卒業の精鋭講師陣による小論文・特別選抜対策。実際に出
題された入試問題を学部ごとに分けて分析・解説。重要な出題
形式を押さえ、各試験科目の頻出テーマ・出題傾向・入試の主
な変更点などをつかむ。

数学文系 必要学部：商、人間科学、教育（一部）� 講座コード　02-3

週２時間（木 19：00―21：00）／ 計 10時間
回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 数学Ⅰ、数学Ａ 7/8 木

2 数学Ⅱ、数学Ｂ 7/15 木

3 過去問題　2015-2016 7/22 木

4 過去問題　2017-2018 7/29 木

5 過去問題　2018-2020 8/5 木

◎一次締切 　6/24� ◎二次締切 　7/1

日本語共通 必要学部：文、文化構想、教育（一部）� 講座コード　02-4

週 1.5 時間（土 14：00― 15：30）／ 計 10.5 時間
回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 読解分析（基本） 7/10 土

2 現代文解析（基本） 7/17 土

3 頻出漢字問題特訓 7/24 土

4 過去問題　2015-2016 7/31 土

5 過去問題　2017-2018 8/07 土

6 過去問題　2018-2019 8/14 土

7 過去問題�2020 ＋予想問題（総括） 8/21 土

◎一次締切 　6/26� ◎二次締切 　7/3
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小論文Ａ 必要学部：人間科学� 講座コード　02-5

週 1.5 時間（日 14：00― 15：30）／ 計９時間
回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 小論文の基礎 7/04 日

2 図表の読解（基本） 7/11 日

3 過去問題　2015-2016 7/18 日

4 過去問題　2017-2018 7/25 日

5 過去問題　2018-2020 8/01 日

6 予想問題（総括） 8/08 日

◎一次締切 　6/20� ◎二次締切 　6/27

緊張感あふれる特訓�

入試頻出の知識問題を中心とした演習を行う以外に、直前期の
対策や、試験中に気をつけることなども解説するため、試験そ
のものに対する緊張感や本番意識を高める絶好のチャンス。早
稲田大学は競争率も、受験者の学力も高いので、「１問でも多
く正解する」をモットーに緊張感の中で総合的に学習を進め、
早大合格を目指す。
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上智大学文系コース

◎受講料 １講座につき� 18,000円
（経済学部のみ　40,000円）

◎一次締切 　7/19� ◎二次締切 　7/26

プロの専任講師陣�

経験豊富で上智大学入試を知り尽くしたプロフェッショナルな
専任講師陣が責任をもって授業を行う。長年の実践を経て完成
された授業を提供。大学入試情報の提供や、学習に関する相談
などについてもプロ講師に直接質問することができる。

総合グローバル学部� 講座コード　03-1

計１回（月 19：00―21：00）／ 計２時間
学 科 内 容 授 業 日 曜 日

総合グローバル
学科 小論文の書き方＋過去問 8/2 月

総合人間学部� 講座コード　03-2

学科ごとに１回（日 14：00―16：00）／ 計２時間
学 科 内 容 授 業 日 曜 日

教育学科 教育学基礎知識＋過去問 8/8 日

心理学科 心理学課題文論述試験対策（過去問） 8/15 日

社会学科 社会学長文の解き方（過去問） 8/22 日

社会福祉学科 社会学、社会福祉学に関する基礎知識と
小論文の書き方（過去問） 8/29 日

看護学科 小論文の書き方（過去問）＋予想問題 9/5 日

入試突破のための実戦力�

上智大最新入試データ・入試情報に沿った試験対策資料を使用して授業を進めていく。入試頻出問題を広く
扱い、基礎知識の整理だけでなく入試問題に対応する力や得点を取るための解答の書き方などを学ぶ。上智
大に対応した実戦演習によって、実戦力を強化していく。
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法学部� 講座コード　03-3

学科ごとに１回（水 19：00―21：00）／ 計２時間
学 科 内 容 授 業 日 曜 日

法律学科 法律学の基礎知識＋小論文の書き方（過去問） 8/11 水

国際関係法学科 国際関係法の基礎知識＋小論文の書き方（過去問） 8/18 水

地球環境法学科 社会と法に関する基礎知識＋小論文の書き方
（過去問） 8/25 水

文学部� 講座コード　03-4

学科ごとに１回（水／金 19：00―21：00）／ 計２時間
学 科 内 容 授 業 日 曜 日

哲学科 哲学の基礎知識＋文章の解き方（過去問） 8/4 水

史学科 歴史学の基礎知識＋過去問 8/6 金

国文学科 古文・漢文に関する専門知識と
小論文の書き方（過去問） 8/11 水

英文学科 英文和訳・和文英訳　練習 8/13 金

ドイツ文学科 ドイツ文学科小論文の書き方と練習（過去問） 8/18 水

フランス文学科 英文・仏文の和訳練習 8/20 金

新聞学科 ジャーナリズムの基礎知識 8/25 水

入試に必要な内容を徹底解説�

名校志向塾は法律学、心理学、古文・漢文、ドイツ文化、ジャー
ナリズムなど様々なジャンルの基礎知識を高い水準で体系化し
ている。本コースでは、上智大学文系入試に関する幅広い知識
と緻密な思考力を養成する。
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経済学部� 講座コード　03-5

学科ごとに４回（木・金／水 19：00―21：00）／ 計８時間
学 科 回 数 内 容 授 業 日 曜 日

経済学科

1 数学試験対策（過去問） 8/12 木

2 経済学に関する基礎知識＋小論文の書き方 8/13 金

3 数学試験対策（過去問） 8/19 木

4 経済学に関する基礎知識＋小論文の書き方 8/20 金

経営学科

1 産業社会に関する基礎知識 8/11 水

2 英語試験対策（過去問） 8/18 水

3 産業社会に関する基礎知識 8/25 水

4 英語試験対策（過去問） 9/1 水

外国語学部� 講座コード　03-6

学科ごとに１回（木 19：00―21：00）／ 計２時間
学 科 内 容 授 業 日 曜 日

ドイツ語学科
ドイツ文化に関する基礎知識＋

小論文の書き方
8/5 木

フランス学科 日本語の書取り練習 8/12 木

イスパニア語
学科

日本語読解＋文章の要約に関する練習 8/19 木

ロシア語学科
ロシア・ソ連に関する基礎知識＋

小論文の書き方
8/26 木

※上記の受講料は原則１学科のみの費用になります。
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学習院大学文系コース� 講座コード　04

◎一次締切 　8/4� ◎二次締切 　8/11

◎受講料 30,000 円
読解対策レッスン�

読解の基礎となる普遍的な読み方を段階的に学び、設問に対し
てのアプローチ方法を習得していく。同時に日本語力対策とし
て語彙力や背景知識の強化も図る。試験が本格化する秋までに
確かな自信を持つことができるよう、一つずつ着実に進んでい
こう。

日本語作文対策レッスン�

文章の書き方を基礎から練習したうえで、入試の出題形式を意
識した課題作文に挑む。使っている語句や表現、文章の構成、
さらには文章全体の内容が適切かをプロ講師が的確な指導を行
う。

１回２時間（水・金 19：00―21：00）（学科ごとに曜日が変わる）／
計６時間（共通２時間×２回＋作文２時間×１回）

学 科 内 容 授 業 日 曜 日

文 

学 

部

第１回（共通） 読解・日本語力対策 8/18 水

第２回（共通） 読解・日本語力対策 8/20 金

哲学科 日本語作文対策 8/25 水

史学科 日本語作文対策 8/27 金

日本語
日本文学科 日本語作文対策 9/1 水

※上記の受講料は原則１学科のみの費用になります。
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明治大学文系コース

◎受講料 １講座につき� 20,000円
（２講座以上の場合、１講座につきプラス　15,000円）
◎一次締切 　8/23� ◎二次締切 　8/30

明治大学面接対策�

今年度の留学生入試では筆記試験を行
わないため、面接が勝負である。
こちらのコースは、面接の精度を上げて
本番に備えたい方へおすすめ。頻出質
問はもちろん、深堀した質問に対する
回答も丁寧に指導。

法学部� 講座コード　05-1

週 1.5 時間（火 19：00―20：30）／ 計３時間
回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 面接対策（１） 9/14 火

2 面接対策（２） 9/21 火

政治経済学部� 講座コード　05-2

週 1.5 時間（月 19：00―20：30）／ 計３時間
回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 面接対策（１） 9/6 月

2 面接対策（２） 9/13 月

情報コミュニケーション� 講座コード　05-3

週 1.5 時間（木 19：00―20：30）／ 計３時間
回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 面接対策（１） 9/16 木

2 面接対策（２） 9/23 木
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中央大学文系コース

◎受講料 １講座につき� 30,000円
◎一次締切 　9/22� ◎二次締切 　9/29

小論文対策レッスン�

自分一人では対策が難しい上に、短期間で実力を伸ばすのが難
しい小論文。本コースでは、論理的思考力や表現力を磨き、中
央大学の小論文のコツを教える。厳選された過去問題と予想問
題を通して、基礎力を固めるとともに、入試に対応できる実戦
力を養い、突破する力を身につけよう。

英語までサポート�

中央大学外国人留学生入試の英語試
験を意識した授業を行う。実際の入
試問題を素材とし、英文法、英文読
解の論理的解法を丁寧に指導する。

商学部Ａ� 講座コード　06-1

週２時間（水 19：00―21：00）／ 計４時間
回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 小論文の書き方（過去問）＋予想問題 10/6 水

2 英語 10/13 水

経済学部Ａ� 講座コード　06-2

週２時間（水 19：00―21：00）／ 計４時間
回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 小論文の書き方（過去問）＋予想問題 10/20 水

2 英語 10/27 水
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青山学院大学文系コース

◎受講料 １講座につき� 18,000円
◎一次締切 　8/12� ◎二次締切 　8/19

高い効率で青山学院大学入試突破�
日本語対策（読解）レッスンでは文章の正確な読み方と点数につながる解答の書
き方の習得を図る。教育人間科学部の英語入試では、読解と英文和訳問題が出題
されるため、TOEFL70 点レベルの読解力と語彙力が必要。毎回の授業は演習も
解説も含まれているので、効率的な学習が可能。

日本語作文対策レッスン�
文章の書き方を基礎から練習したうえで、入試の出題形式を意識した課題作文に
挑む。使っている語句や表現、文章の構成、さらには文章全体の内容が適切かを
プロ講師が的確な指導を行う。

文学部� 講座コード　07-1

学科ごとに１回（水／金 19：00―21：00）／ 計２時間
学 科 内 容 授 業 日 曜 日

フランス文学科 日本語（読解）対策 9/3 金

日本文学科 日本語・日本文学（古典を含まない）対策 9/8 水

史学科 （歴史学に関する基礎知識）論文の書き方 9/10 金

比較芸術学科 （芸術に関する基礎知識）論文の書き方 9/15 水

教育人間科学部� 講座コード　07-2

学科ごとに１回（木 19：00―21：00）／ 計２時間
学 科 内 容 授 業 日 曜 日

教育学科 英語�過去問解説 8/26 木

心理学科 英語�過去問解説 9/2 木

経済学部� 講座コード　07-3

学科ごとに１回（水 19：00―21：00）／ 計２時間
学 科 内 容 授 業 日 曜 日

経済学科
日本語作文対策 9/15 水現代経済

デザイン学科
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様々なテーマ型・課題文型の演習に取り組む�

文・法・経営などの文系各学部で頻出するテーマを
幅広く取り上げながら、青山学院大学入試で要求さ
れる高度な思考力とともに、文系小論文ならではの
独自性のある発想力や表現力を養う。

法学部� 講座コード　07-4

計１回（水 19：00―21：00）／ 計２時間
学 科 内 容 授 業 日 曜 日

法学科 小論文（日本語）の書き方と予想問題 9/22 水

経営学部� 講座コード　07-5

計１回（金 19：00―21：00）／ 計２時間
学 科 内 容 授 業 日 曜 日

経営学科
小論文の書き方と予想問題 9/17 金マーケティング

学科

総合文化政策学部� 講座コード　07-6

計１回（水 19：00―21：00）／ 計２時間
学 科 内 容 授 業 日 曜 日

総合文化学科 小論文（日本語）の書き方＋予想問題 9/22 水

※上記の受講料は原則１学科のみの費用になります。
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有名私大文系コース

◎受講料 １講座につき� 15,000～18,000円
豊富な講座内容�

大学ごとに学習内容が細分化されており、すべての試験内容をカバーしている。自分の志望学部とニーズに
ぴったり合った講義を選択できる。G-MARCH、関関同立入試に十分に対応できる力を養成する。

立教大学文系コース� 講座コード　08

計１回（水 19：00―21：00）／ 計２時間
学 部 内 容 授 業 日 曜 日

異文化
コミュニケーション 読解・日本語力 9/8 水

◎一次締切 　8/25� ◎二次締切 　9/1
◎受講料 18,000 円
関西大学文系コース� 講座コード　09-1　09-2

学部ごとに１回（火／金 19：00―21：00）／ 計２時間
学 部 内 容 授 業 日 曜 日

総合情報学部 小論文の書き方＋面接対策 8/20 金

文学部／経済学部
／社会学部 面接対策 8/24 火

◎一次締切 　8/6� ◎二次締切 　8/13
◎受講料 15,000 円
関西学院大学文系コース� 講座コード　10

計１回（日 14：00―16：00）／ 計２時間
学 部 内 容 授 業 日 曜 日

全学部 面接対策 9/19 日

◎一次締切 　9/5� ◎二次締切 　9/12
◎受講料 15,000 円
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法政大学文系コース� 講座コード　11

（日 14：00―16：00）／ 計２時間
学 部 内 容 授 業 日 曜 日

全学部 面接対策 10/31 日

◎一次締切 　10/17� ◎二次締切 　10/24
◎受講料 18,000 円
立命館大学文系コース� 講座コード　12

計１回（土 19：00―21：00）／ 計２時間
学 部 内 容 授 業 日 曜 日

全学部 面接対策 9/25 土

◎一次締切 　9/11� ◎二次締切 　9/18
◎受講料 15,000 円
同志社大学文系コース� 講座コード　13-1　13-2　13-3

学部ごとに１回（金／水／月 19：00―21：00）／ 計２時間
学 部 内 容 授 業 日 曜 日

全学部
（グローバル ･ コミュニ
ケーション学部日本語
コース、心理学部除き）

面接対策／口頭試問対策 9/24 金

心理学部 小論文の書き方＋面接対策 9/27 月

グローバル･
コミュニケーション学部
日本語コース

小論文の書き方＋面接対策 9/29 水

◎一次締切 　9/10� ◎二次締切 　9/17
◎受講料 15,000 円
※上記の受講料は原則１学部のみの費用になります。

口頭試問対策レッスン�

苦手にしている人が多い「口頭試問」を本コースで強化しよう。ここでしか聞けない貴重な受験対策ノウハ
ウを獲得することによって、口頭試問能力が確実につく！



３ 理系

早稲田大学理系コース
　上智大学理系コース

京都工芸繊維大学理系コース
明治大学理系コース
中央大学理系コース

青山学院大学理系コース
法政大学理系コース
関西大学理系コース

立命館大学（前期）理系コース
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早稲田大学理系コース� 講座コード　14

◎受講料 150,000円
◎一次締切 　6/20� ◎二次締切 　6/27

早稲田大学への受験数学�

難易度の高い早稲田大学に必要な知識・思考力・計算力を鍛え
る。授業では単に個別的な問題解法の解説に当てるのではなく、
公式の成り立ちや関係性など、より汎用的な理解を目指す。基
礎的な考え方・解法を大切にしながら、様々な問題形式や目新
しい解法に触れられるレッスン。

物理・化学・生物を手厚く�

一般塾でよく見られる物理と化学のレッスンだけではなく、生
物の講義もそろえている。名校志向塾の先生が親身になって指
導し、手厚くサポートする。過去問題・予想問題では基礎練習
はもちろん、発展的な問題にも取り組み、学力を高める。

先進理工学部・創造理工学部・基幹理工学部
週６時間（数学＋物化生の中２科目）

（日 10：00-12：00�数学　13：00-15：00�物理　15：30-17：30�化学　18：00-20：00�生物）
／ 計60時間

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 2010，2011年過去問 7/4 日

2 2011，2012年過去問 7/11 日

3 2013，2014年過去問 7/18 日

4 2014，2015年過去問 7/25 日

5 2016，2017年過去問 8/1 日

6 2017，2018年過去問 8/8 日

7 2019，2020年過去問 8/15 日

8 2020，2021年過去問 8/22 日

9 補足と予想問題（１） 8/29 日

10 補足と予想問題（２） 9/5 日
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上智大学理系コース� 講座コード　15

◎受講料 30,000円
◎一次締切 　8/25� ◎二次締切 　9/1

上智大学の面接を乗り切るコツを教える�

上智大学は留学生入試で筆記試験を行わないため、面
接が勝負である。こちらのコースは、面接の精度を上
げて本番に備えたい方へおすすめ。頻出質問はもちろ
ん、深堀した質問に対する回答も丁寧に指導。

口頭試問対策レッスン�

苦手にしている人が多い「口頭試問」を本コースで強化
しよう。ここでしか聞けない貴重な受験対策ノウハウを
獲得することによって、口頭試問能力が確実につく！

理工学部
週２時間（水 18：00―20：00）／ 計６時間

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 上智大学面接対策（１） 9/8 水

2 上智大学面接対策（２） 9/15 水

3 口頭質問対策 9/22 水
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京都工芸繊維大学　理系コース� 講座コード　16

◎受講料 40,000円
◎一次締切 　8/21� ◎二次締切 　8/28

理系小論文＆面接対策レッスン�

小論文は多くの理系受験生が苦手とする場合が多いが、だからこそ名校志向塾では、短期間の準備でも「コツ」
をしっかりと掴めるようにサポートし、圧倒的な合格実績を達成してきた。

わが塾の厳選された良問を通して、基礎力を固めるとともに、入試に対応できる面接実戦力を養い、突破す
る力を身につけよう。

プロの専任講師陣�

経験豊富で京都工芸繊維大学入試を知り尽くしたプロフェッ
ショナルな専任講師陣が責任をもって授業を行う。長年の実践
を経て完成された授業を提供。大学入試情報の提供や、学習に
関する相談などについてもプロ講師に直接質問することができる。

工芸科学部
週４時間（土 10：00-12：00・13：00-15：00）／ 計８時間（２時間×４回）

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 小論文の基礎
9/4 土

2 小論文演習（１）

3 小論文演習（２）
9/11 土

4 京都工芸繊維大学面接対策
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明治大学　理系コース� 講座コード　17

◎受講料 40,000円
◎一次締切 　10/10� ◎二次締切 　10/17

明治大学面接対策レッスン�

明治大学面接の過去出題例をベースに面接の基本を学習。明治
大と他校の違い、学部内での専攻など、自身で描いていたイメー
ジが具体的な形となり、志望動機が明確になる。

理工学部・農学部
週４時間（日 10：00-12：00・13：00-15：00）／ 計８時間（２時間×４回）

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 事前問題対策（１）
10/24 日

2 事前問題対策（２）

3 明治大学面接対策（１）
10/31 日

4 明治大学面接対策（２）
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中央大学　理系コース� 講座コード　18

◎受講料 20,000円
◎一次締切 　10/6� ◎二次締切 　10/13

理工学部
週２時間（水 18：00-20：00）／ 計４時間

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 中央大学面接対策（１） 10/20 水

2 中央大学面接対策（２） 10/27 水

理系面接の注意点を伝授�

理系の面接は、文系と少々異なる場合がある。中央大学のアドミッションポリシーを読んでおくことに加え、
過去問を手に入れしっかり対策を練っておくことが大切。本コースでは、理系面接の注意点、参考になる本、
学部に関連する時事問題などを丁寧に教えていく。日頃から、志望分野に関連するニュースに目をとおして
おこう。大学のパンフレットで取り上げられている用語を自分で簡単に説明できるくらいの知識を身につけ
ておくこともおすすめ。

中央大学面接対策レッスン�

中央大学面接の過去出題例をベースに面接の基本を学習。中央
大と他校の違い、学部内での専攻など、自身で描いていたイメー
ジが具体的な形となり、志望動機が明確になる。
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青山学院大学　理系コース

◎一次締切 　9/25� ◎二次締切 　10/2
数学に必要な論理思考の基礎を作る�

問題の奥に潜む本質をとらえ解答を導くまでのプロセスを組み立てる力を養成。講義中の演習を通じて実践
力・答案作成力を強化し、青山学院大突破のための総合力を高める。

理系面接の注意点を伝授�

理系の面接は、文系と少々異なる場合がある。青山学院大学のアドミッションポリシーを読んでおくことに
加え、過去問を手に入れしっかり対策を練っておくことが大切。本コースでは、理系面接の注意点、参考に
なる本、学部に関連する時事問題などを丁寧に教えていく。日頃から、志望分野に関連するニュースに目を
とおしておこう。大学のパンフレットで取り上げられている用語を自分で簡単に説明できるくらいの知識を
身につけておくこともおすすめ。

理工学部� 講座コード　19-1

【過去問題】週４時間（数学＋物化の中１科目）
（土�10：00-12：00 数学　13：00-15：00 物理　15：30-17：30 化学

【面接対策】週２時間（土�10：00-12：00　面接）
／ 計 12時間（４時間×２回＋２時間×２回）

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 2014-2017 年過去問 10/9 土

2 2018-2021 年過去問 10/16 土

3 青山学院大学面接対策（１） 10/23 土

4 青山学院大学面接対策（２） 10/30 土

◎受講料 60,000 円
社会情報学部� 講座コード　19-2

週２時間（土 10：00-12：00）／ 計４時間
回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 青山学院大学面接対策（１） 10/23 土

2 青山学院大学面接対策（２） 10/30 土

◎受講料 20,000 円
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法政大学　理系コース� 講座コード　20

◎受講料 20,000 円
◎一次締切 　10/6� ◎二次締切 　10/13

法政大学面接対策レッスン�

法政大学の外国人入試では何が求められるのかを徹底解説。なぜ法政大学のこの学部を志望するのか、なぜ
その「志」を成し遂げたいのか。自分の頭ではわかっていても、言葉で相手にわかりやすく伝えることは意
外と難しい。時事問題や理系用語を学習しつつ、何度も面接の練習をすることで、法政大面接を突破しよう。

プロの専任講師陣�

経験豊富で法政大学入試を知り尽くしたプロフェッショナル
な専任講師陣が責任をもって授業を行う。長年の実践を経て
完成された面接対策授業を提供。大学入試情報の提供や、学
習に関する相談などについてもプロ講師に直接質問すること
ができる。

デザイン工学部・情報科学部・理工学部・生命科学部
週２時間（水 18：00-20：00）／ 計４時間

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 法政大学面接対策（１） 10/20 水

2 法政大学面接対策（２） 10/27 水
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関西大学　理系コース� 講座コード　21

◎受講料 20,000 円
◎一次締切 　9/22� ◎二次締切 　9/29

理系小論文対策レッスン�

学部に関連する時事問題など、関西大学合格のために重要な領域の問題を入試直前に徹底的に扱う。小論文
は多くの理系受験生が苦手とする場合が多いが、だからこそ名校志向塾では、短期間の準備でも「コツ」をしっ
かりと掴めるようにサポートし、圧倒的な合格実績を達成してきた。
わが塾の厳選された良問を通して、基礎力を固めるとともに、入試に対応できる実戦力を養い、突破する力
を身につけよう。

理系面接の注意点を伝授�

理系の面接は、文系と少々異なる場合がある。関西大学のアド
ミッションポリシーを読んでおくことに加え、過去問を手に入
れしっかり対策を練っておくことが大切。本コースでは、理系
面接の注意点、参考になる本などを丁寧に教えていく。

総合情報学部
週２時間（水 18：00-20：00）／ 計４時間

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 小論文対策 10/6 水

2 関西大学面接対策 10/13 水



28

立命館大学（前期）　理系コース� 講座コード　22

◎受講料 20,000 円
◎一次締切 　9/10� ◎二次締切 　9/17

立命館大学面接対策レッスン�

なぜ立命館大学のこの学部を志望するのか。大学で何を学びたいのか。面接でよく問われる質問に対してしっ
かり答えるための対策を用意する。時事問題や理系用語を学習しつつ、自信をもって面接に臨むためのコツ
を身につけ、立命館大学の面接を突破しよう。

プロの専任講師陣�

経験豊富で立命館大学入試を知り尽くしたプロフェッショナルな
専任講師陣が責任をもって授業を行う。長年の実践を経て完成
された面接対策授業を提供。大学入試情報の提供や、学習に関
する相談などについてもプロ講師に直接質問することができる。

全学部
週２時間（金 18：00-20：00）／ 計４時間

回 数 内 容 授 業 日 曜 日

1 立命館大学面接対策（１） 9/24 金

2 立命館大学面接対策（２） 10/1 金






	受講案内書Web用fin.pdf



